
ＮＯ 賞 タイトル 施設 課

1
美味しい梅ジュースになるよう願いを込めて…
　～〈ゆうゆうの里〉の資源を利用した入居者の生きがいづくり～

浜松
生活サービス課
コミュニティ担当

2
管理費請求封筒に押し花を添える取り組み
　～押し花で笑顔から話すきっかけを～

浜松 事務管理課

3
私たちの働き方改革
　～職員のワークライフバランス改善～

浜松 ケアサービス課

4
「口から食べるバランスチャート」を用いた食べるための支援
　～施設看護における摂食嚥下支援の事例検討～

浜松 医務課

5
夏が暑い!!
～暑い夏でも働きやすい環境作り～

伊豆高原 生活サービス課

6
カンファレンスの実施
～情報共有の取り組み～

伊豆高原 診療所

7
配布用献立・各種印刷物の効率化
～新システムの構築　アナログからデジタルへ～

伊豆高原 食事サービス課

8
お一人おひとりの 期に寄り添う
～A様との関わりを通して私たちが気づいたこと～

伊豆高原 ケアサービス課

9
「お湯がぬるい!!」
～A様の入浴満足度向上!～

伊豆高原 ケアサービス課

10
台風15号奮闘記
～一難去ってまた一難～

伊豆高原 生活サービス課

11
災害に負けずお食事を届けます2
　～災害に備えて、私たちができること～

神戸 食事サービス課

12 その人らしい環境で生活して欲しい 神戸 ケアサービス課

13
入居者のスケジュールを明確に!
　～カレンダーで自立支援～

神戸 生活サービス課

14
予算実績管理の効率化を目指して
　～財務諸表確認を簡素化したい～

神戸 事務管理課

15 診療所における「看護計画」のマニュアル作成について 神戸 診療所

16
「これ、私たちの作品です!」
　～制作活動で得られたもの2～

神戸 生活サービス課

17
決められたお食事を正確に
　～小さな提供ミスをなくすために～

湯河原 食事サービス課

18
私の癒しはゆうゆうサロン
　～「日常生活に関する調査」より生きがいを感じるサロンづくり～

湯河原 生活サービス課

19
小口現金管理の簡略化
　～現金決済からの脱却を目指す～

湯河原 事務管理課

20 Let's sing パタカラ 湯河原 ケアサービス課

21
かるたで伝える里の魅力と暮らしぶり
　～ブログで繋がる笑顔あふれるコミュニティ～

湯河原 生活サービス課

22
看護手順書の整備
　～安全で安心される看護を目指して～

湯河原 診療所

23
子育ても楽しくなる大阪施設
　～出産後も働きたくなる施設を目指して～

大阪 生活サービス課

24
事務管理課のBCP
　～緊急事態に強い事務所にするために～

大阪 事務管理課

25 夜間安心して寝てもらうために 大阪 生活サービス課

26 高タンパク食品の追加摂取による低栄養の改善の試み 大阪
診療所
食事サービス課

27 有給休暇の義務化、5日取得に向けて 大阪 事務管理課

28 優秀賞
赤ちゃん人形の活用
　～私たちみんなのアイドルとして～

大阪 生活サービス課

29
居室のイメージを掴んでもらうために
　～完全満室で生じた居室見学のための代替策～

大阪 事務管理課

30
職場外交流
　～新人職員が働きやすい環境に～

大阪 生活サービス課

31
レシピ作りの大切さ
　～そこから見えてきたもの　パート2～

大阪 食事サービス課

32
来年も今の生活を!パートⅢ
　～要支援・要介護者の介護予防体操～

大阪 生活サービス課

33
生産性向上と5S
　～まずは自分の手が届くところから～

大阪 施設長

34
ソフトランディング
　～新入居者受け入れプログラム～

大阪 生活サービス課
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35
我が家から働き方改革
　～財団初の男性育児休業を取得して～

佐倉
生活サービス課
ケアサービス課

36
外食気分を味わう献立Ⅱ
　～週末の夕食特別選択食への取り組み～

佐倉 食事サービス課

37 期まで快適に過ごせる環境つくり 佐倉 ケアサービス課

38
照明器具更新に伴う省エネルギー化の検証
　～LED照明器具による省エネ化～

佐倉 事務管理課

39 会場賞
仲間と共に働きやすい環境づくりを目指す
　～５S活動を実施し継続するためのノウハウとは?～

佐倉 生活サービス課

40
スケジュール管理で仕事の効率化を目指して
　～ガルーン活用によるスケジュール管理〜

佐倉 事務管理課

41
介護職としてできること
　～ 期まで〈ゆうゆうの里〉で過ごせるために～

佐倉 ケアサービス課

42
続・楽しく働くために
　～エルダー制度の効果～

佐倉 生活サービス課

43
運動プログラムを提供している私達だからこそ出来る「水際作戦」
　～体力測定結果から要介護移行サインを見つける～

佐倉 生活サービス課

44
口腔ケアに関する取り組み
　～口腔ケアの重要性を知る～

佐倉 ケアサービス課

45
職員の健康に関する意識の考察
　～アンケートから得られたこと～

佐倉 診療所

46
情報伝達効率化による業務の改善
　～インカム導入前後の変化を通して～

佐倉 生活サービス課

47
新人職員の育成方法
　～育成シートを取り入れて～

佐倉 事務管理課

48 凍結含浸食の提供で無理と言われた揚げ物への挑戦
　～見た目も味も変わらない「やわらか豚カツ」を目指して～

佐倉 食事サービス

49 情報5s
　～入居者、職員双方に安心を～

京都 ケアサービス課

50
優秀賞

浄化槽排水量削減について 2
　～前回からの経過報告と次期の課題～

京都 事務管理課

51 業務をスムーズの行うために
　～タイムテーブルを取り入れて時間を上手に使う～

京都 食事サービス課

52 紹介していただける施設を目指して
　～口コミや紹介を増やし新規問合せ顧客を獲得!～

京都 事務管理課

53
優秀賞

You're not alone
　～グリーフケアを通してみえてきた生活支援担当としてできること～

京都 生活サービス課

54 あなたの目に留まってほしいから
　～求人からはじめる職場改善～

京都 事務管理課

55 ユマニチュードⅢ
　～笑顔のタスキをつなぎたい!～

京都 診療所

56 職場環境改善計画
　～自分たちの職場は自分たちで良くする～

京都 ケアサービス課

57
「てくてく」って何ですか 京都 生活サービス課

58
優秀賞

介護居室におけるトイレ仕様の研究
～快適な介護居室空間の向上を目指して～

本部 サービス支援部


